
日本ボーイスカウト静岡県連盟
県連盟90周年記念事業【申込書】

地区名：浜松地区 申込担当者：西村清矢 申込日：2011/7/5
△１：追加申込：2011/8/5
△２：追加申込：2011/8/１８
△３：追加申込：2011/8/23
△４：追加申込：2011/9/21
△６：追加送金(特別表彰者/記念品希望者）：2011/10/11
△7：返金要：2011/10/12

2）記念式典参加（各団一名以上・・・県連/地区役員該当以外）
2011年(平成23年）10月29日(土）　12:00～17:00：清水テルサ
旗手追加申込（各団1名＋50年旗1名）18才以上のＶＳ、ＲＳ、指導者追加参加者がない場合は、既参加者の1名を旗手とする
特別表彰者（式典参加は無料、記念品希望者は2，000円）

1人 2000円 （記念式典誌代および記念品代含む） △１ △２ △3 △４ △６ △７

人数 氏名 団役務 地区役務 県連役務 旗手
特別表彰
対象者 自動計算 追加 追加 追加 追加 追加 追加

NO. 団名 人数 金額

1 浜松　１団 3人 磯部　哲一 団委員長 総務副委員長 － 団旗(BS旗） 6000円

堀内　正治 ＢＳ隊長 副コミ 副ディレクター

荻　茂隆 ＣＳ隊長 副コミ 広報委員 30年

1人 小林　博之 BS副長 地区TT 県連TT 50年旗 2000円

2 浜松　７団 2人 杉山きよ子 団委員長 進歩委員長 － 4000円

永田 逓児 副団委員長 協議会長 名誉会議着委員 30年

2人 竹下　淳 CS副長 － － 50年旗 4000円

佐藤　洋 BVS副長 － － 団旗(BS旗）

3 浜松１２団 3人 杉山 雅章 団委員長 野営行事委員長 － 団旗(BS旗） 6000円

西村　清矢 VS　副長 地区委員長 地区理事

仲田　始 団委員 団担当コミ 副理事長

1人 松本　幹比呂 団委員 30年 2000円 -2000円

4 浜松１４団 1人 小笠原　勇 団委員長 総務委員長 需品開発委員団旗(BS旗） 40年 2000円

5 浜松１９団 2人 松浦　利行 団委員長 副地区委員長 － 団旗(BS旗） 4000円

濱田　薫 副団委員長 組織拡充委員長 －

1人 岡嵜　真一 ＣＳ隊長 － － 団旗(BS旗） 2000円

1人 渋谷　茂光 BS隊長 地区コミ － 2000円

6 浜松２８団 1人 丸山　俊治 団委員長 副野営行事委員 － 団旗(BS旗） 2000円

7 浜松２９団 1人 渡邊　興司 団委員長 障がい児担当 － 団旗(BS旗） 30年 2000円

1人 村松　義夫 副団委員長 40年 2000円

8 引佐　２団 1人 石川　昭治 団委員長 太田山担当 － 団旗(BS旗） 2000円

1人 川瀬　友輔 VSスカウト(19歳） 団旗(BS旗） 2000円

9 細江　１団 1人 宮崎　賞人 ＣＳ隊長 地区ＴＴ 安全委員 団旗(BS旗） 2000円

10 浜名　１団 1人 小田木　靖夫 団委員長 副総務委員長 － 団旗(BS旗） 2000円

11 湖西　１団 1人 伴　信男 団委員長 副地区委員長 － 団旗(BS旗） 2000円

12 湖西　２団 0人 0円

地区計 25人 34000円 2000円 4000円 2000円 4000円 4000円 -2000円

2011/7/5 2011/8/5 2011/8/17 2011/8/23 2011/9/21 2011/10/11 2011/10/13
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日本ボーイスカウト静岡県連盟 日本ボーイスカウト静岡県連盟
県連盟90周年記念事業【申込書】 県連盟90周年記念事業【申込書】

地区名：浜松地区 申込担当者：西村清矢 申込日：2011/7/5 地区名：浜松地区
△１：2011/7/17参加者名変更 申込担当者：西村清矢

申込日：2011/9/26

△４：追加申込：2011/9/21

△５：申込却下：2011/9/25
3）記念レセプション参加 4）90周年広告

2011年(平成23年）10月29日17:15～18:45：清水テルサ
△４ △５ 1口 3000円 （記念式典誌代含む）

人数 氏名 自動計算 追加 返金要 自動計算

NO. 団名 人数 金額 NO. 掲載名 金額

1 浜松　１団 1人 3000円 ← 1 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ静岡県連盟　浜松地区 12000円

堀内　正治 2 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ静岡県連盟　浜松地区協議会長　永田 逓児

荻　茂隆 △１：2011/7/17連絡あり 3 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ静岡県連盟　浜松地区副委員長　松浦　利行

2 浜松　７団 1人 3000円 4 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ静岡県連盟　浜松地区総務委員長　小笠原　勇 ロゴは直接事務局

永田 逓児

3 浜松１２団 3人 杉山 雅章 9000円 1 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ静岡県連盟　地区理事　西村　清矢 3000円

西村　清矢

仲田　始 地区計 15000円

4 浜松１４団 1人 小笠原　勇 3000円

5 浜松１９団 1人 松浦　利行 3000円 △１：2011/7/17追加

0人 渋谷　茂光 6000円 -6000円

6 浜松２８団 1人 丸山　俊治 3000円

7 浜松２９団 0人 0円

8 引佐　２団 0人 0円

9 細江　１団 1人 宮崎　賞人 3000円

10 浜名　１団 0人 0円

11 湖西　１団 1人 伴　信男 3000円

12 湖西　２団 0人 0円

地区計 10人 30000円 6000円 -6000円

△５：レセプション1名却下　返金　－６，０００円　＋広告費　１５，０００円＝送金９，０００円

3/4




